
【2023年12月18日(日)　松任総合運動公園「啓武館」】

カテゴリー

基本移動の部 後藤　獅虎 武奨館高岡 西川　永遠 極真坂本福井

太極1　幼年の部 松原　梨心 極真浜井石川 大高　逢生 極真浜井石川 佐藤　渚 尚道館 後藤　獅虎 武奨館高岡

太極1　小学１・2年生の部 岩岸　奏 武奨館内灘 光長　朋 武奨館七尾 新田　徠斗 武奨館内灘 早川　辰揮 極真坂本福井

太極1　小学3・4年生の部 山﨑　奏空 武奨館七尾

太極1　中学生以上の部 米野　竜唯 極真坂本福井

太極3　小学１年生の部 岡崎　夏瑠 極真浜井石川 池野　瑛太 極真浜井石川

太極3　小学2年生の部 坂森　海仁 武奨館本部 浅川　知輝 武奨館本部 藤井　奏太 尚道館 谷　翔太郎 極真浜井石川

太極3　小学3・4・5年生の部 松本　仁 武奨館七尾 松本　倫 武奨館七尾 奥田　悠太 尚道館 菅原　悠太 尚道館

平安1　小学１・2年生の部 坂森　海仁 武奨館本部 重光　健伍 尚道館 𠮷永　曜 尚道館 池野　瑛太 極真浜井石川

平安1　小学3年生の部 浜高　彩愛 極真浜井石川 菅原　悠太 尚道館

平安1　小学4・5年生の部 宮下　純誠 極真浜井石川 大崎　吏玖斗 尚道館 川上　航汰 極真坂本福井 篠田　龍希 尚道館

平安2　小学2年生の部 関沼　詠司 尚道館 宮口　央獅 極真浜井石川

平安2　小学3年生の部 西部　愛華 極真坂本福井 浜屋　陸 極真浜井石川 仙崎　甘菜 武奨館鳴和 原田　仁 武奨館内灘

平安2　小学4年生の部 桑原　和寿 武奨館七尾 重光　翔伍 尚道館 黒田　桃生 武奨館本部 栗田　龍空 尚道館

平安2　小学5・6年生の部 大高　海美 極真浜井石川 大澤　嘉斐 武奨館砺波

平安2　一般の部 諸江　柊哉 講武館

平安3　小学2・3年生の部 坪内　慶真 極真浜井石川 髙野　桂輔 極真浜井石川 桶川　英士 武奨館内灘 澤田　大和 極真浜井石川

平安3　小学4・5・6年生の部 山崎　詩月 尚道館 間野　杏里 極真浜井石川 赤星　世絆 極真坂本福井 田計　孔大 尚道館

平安3　中学生の部 林　芭音 武奨館本部

平安3　シニアの部 桑原　麻衣子 武奨館七尾 三村　美佐子 極真浜井石川

平安4　小学3・4年生の部 山崎　旦陽 武奨館高岡 桑原　和寿 武奨館七尾 坪内　慶真 極真浜井石川 澤田　大和 極真浜井石川

平安4　小学5・6年生の部 高山　陽登 世界闘英館 田辺　一颯 極真坂本福井

平安5　小学生の部 浜田　伊槻 武奨館七尾 高山　陽登 世界闘英館 秋田　透槙 武奨館根上 山崎　旦陽 武奨館高岡

安三　小学生の部 後藤　かれん 武奨館高岡 山崎　詩月 尚道館

安三　中学生の部 明城　結朱 極真坂本福井

突きの型　小学生の部 川上　勇真 極真浜井石川 後藤　かれん 武奨館高岡 関沼　慶悟 尚道館 山野　世救人 極真坂本福井

突きの型　中学生の部 京谷　恵太朗 武奨館砺波 上滝　悠史 尚道館

撃砕小　小学生の部 山野　世救人 極真坂本福井 柿原　武尊 極真浜井石川 浜田　伊槻 武奨館七尾 澤田　慶真 極真坂本福井

撃砕小　中学生の部 藤井　理央 尚道館 上滝　悠史 尚道館 田中　颯真 武奨館砺波 寺井　美華 武奨館富来

最破　中学生の部 泉田　心渚 世界闘英館 京谷　恵太朗 武奨館砺波

征遠鎮　中学生の部 日尾　心優 武奨館砺波

撃砕小　一般の部 大久保　海晴 極真坂本福井

突きの型　一般の部 田中　佑昌 極真坂本福井
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征遠鎮　シニアの部 日尾　雅美 武奨館砺波

征遠鎮　一般の部 三村　瑚雪 極真浜井石川

観空・五十四歩　中学生の部 有澤　琉衣 武奨館高岡

観空・五十四歩　一般の部 中村　仁 極真坂本福井

カテゴリー

太極1　幼年の部 海老名　清斗 武奨館本部 千葉　緋奈乃 尚道館 大熊　怜唯 尚道館

太極1　小学１・2年生の部 須山　葉月 尚道館 杉原　白虎 武奨館七尾香島 稲泉　亮晴 尚道館 栗田　龍雅 尚道館

太極3　小学3・4・5年生の部 大崎　吏玖斗 尚道館 川上　航汰 極真坂本福井 池野　昊太 極真浜井石川 須山　楓大 尚道館

平安1　小学１・2年生の部 浅川　知輝 武奨館本部 椿　晶葉 武奨館大門 濱辺　崇 尚道館 谷　翔太郎 極真浜井石川

平安2　小学3年生の部 岩岸　葵 武奨館内灘 中村　聡太 武奨館大門 澤田　柊真 極真坂本福井 米林　旺二郎 武奨館内灘

平安3　小学2・3年生の部 浜屋　陸 極真浜井石川 近辻　恵琉 極真浜井石川 西部　愛華 極真坂本福井 仙崎　甘菜 武奨館鳴和

平安5　小学生の部 間野　海聖 極真浜井石川 大森　紅羽 武奨館小松 藤井　真愛 極真浜井石川 髙島　龍馬 極真坂本福井
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極真坂本福井 武奨館

極真坂本福井 武奨館本部
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団体対抗戦
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特別賞 杉原　誠也 武奨館七尾香島 熊田　明雄 拳優会クラブ 後藤　ななみ 武奨館高岡

ベスト8 ベスト8 ベスト8 ベスト8

優勝

桑原　和寿・麻衣子

準優勝

家族賞 家族賞

赤星　世絆・陽太・有希 山村　知丈・望美・征広

家族演武戦

優勝 準優勝

澤田　慶太郎・慶真・柊真

敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

武奨館 極真会館浜井派新田道場


